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１．はじめに 

かつて里山からは、材木、炊事用の薪、季節の山菜など多種多様な産物が利用され

ていたが、里山を生活の糧として利用する必要がほぼなくなった今日、里山と人との

関わりは希薄になり、管理されなくなった里山が全国に広がっている。 

しかし、近年、そのような管理されなくなった里山を再整備し、里山環境の利用を

目指す市民団体等が増えてきた。それらの団体の活動のモチベーションになっている

のは、管理されることで里山に期待されるレクレーション、生物多様性保全、水源涵

養、自然教育などの様々な機能がある。しかしながら、里山管理は一過性ではなく継

続的である必要があるという難しさを持っているため、里山管理への意欲が高い住民

らの活動は、時として自己完結で終わってしまうことが散見される。そこで、私は、

里山管理を一時のブームに終わらせないために、場当たり的ではなく、里山の潜在的

価値を科学的に記録し、持続的な視点も加味した里山の管理を確立し、後世に伝達す

る必要があると考えている。ところで、科学の強みの一つに、普遍的なデータを共有

し、後世に残せることにある。研究者として、科学を通じて、これからの里山管理に

貢献していきたいと考えていた折、今回の研究助成は第一歩を押してくれるものであ

った。 

本研究で挑戦してみたかったことは大きく二つあった。一つ目は里山管理を実践す

る住民団体との協働、二つ目は次代を担う小学生との協働である。里山管理は重労働

が伴う上、時間も必要で、お金もかかる。結果的に、里山管理を実践するのは、一定

年齢以上のごく限られた住民になってしまいがちである。里山管理が一過性ではない

ことを顧みても、次代を担う小学生にも里山維持の活動に関わってもらうことは有意

義であると考えていた。これらの対象との協働は、今まで行ってきた研究では取り入

れてこなかった観点であったが、里山管理の連続性を地域において、科学という観点

を加味して共有するためには必要な要素であると考えている。幸いにも、前者に関し

ては長野県伊那市上牧で活動している大野田文吉氏が代表を務める「上牧里山づくり」

という地域の住民団体の協力が得られた。後者に関しても、「上牧里山づくり」と関

わりがあった長野県伊那市立伊那北小学校の高学年とその担任の協力が得られた。 

本研究のテーマを設定するにあたり、地域住民や児童に受け入れられるテーマで、

なおかつ最終的には学会や投稿論文として発表可能なレベルの成果が期待できるも

のを、と意気込んだものの、なかなか見つからず四苦八苦したのだが、上牧里山の全

域踏査で比較的多くのシュンラン（Cymbidium goeringii）がまだ自生していることが

印象に残った。シュンランは暖温帯のやや乾いた林床に生える多年草である（日本の

野生植物１．2015．平凡社）。里山が使われていた時代には、上牧里山を含む長野県

伊那谷の里山には広くシュンランが見つかったが、最近はシカの食害、盗掘、生育環

境の変化などによる個体数の減少がささやかれている。そこで、本研究では、地域に

親しまれる里山環境創出のために、明るく伝統的な里山環境の代表的林床植物であり
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早春の着花が美しいシュンランの生育に適した森づくりの技術確立を、「上牧里山づ

くり」と「伊那北小学校高学年」とともに目指すことを目的とした。具体的には、シ

ュンランの繁殖生態を解明し、高木樹種管理による林内環境改善策を検討した。 

 

２．実施内容の概要 

シュンランの繁殖生態の解明と高木樹種管理による林内環境改善策の検討にむけ、

2年間、大まかに下記の通り研究活動を実践した。 

1年目は、シュンランの自生地と非自生地の比較調査を実施し、上牧里山ではシュ

ンランがどのような林内に生息するのかを、主に、植物社会学的手法を用いて、一部、

分子生物学的手法を絡めて検討した。その際、「上牧里山づくり」には調査区枠の設

置、伐採試験地の整備、シュンランの分布調査に参加してもらった。「伊那北小学校」

には、私の 1年目の研究内容の手伝いをしてもらうという体で、5 年生（当時）の全

児童に、調査区内の植生調査・毎木調査、調査区内の開空度調査に参加してもらった。 

2年目は、1年目のシュンランの分布傾向に関する研究・調査結果を受け、「上牧里

山づくり」には今後モニタリングを行う調査区の選定、伐採木の処理に関わってもら

った。「伊那北小学校」には、6年 1組（当時）の全児童に、1年目の結果を受け新た

な 5つの仮説を立ててもらい、その検証を行った。2年目、私はこれらの 5つの仮説

の検証のサポートに専念するとともに、1 年目の結果の内、不十分なデータや解析な

どを洗い出し足りない部分を追加した。 

 

３．実施内容の詳細（背景、材料と方法、結果と考察、今後の課題） 

３－１．「シュンランの核 SSRマーカー開発に関わる取り組み」 

≪背景≫ 

シュンランがどのように広がって現在のような個体群を形成したのかを推測する

ことは、シュンランの繁殖生態を知るうえで重要な知見となりうる。例えば、1つの

種子親（あるいはごく限られた種子親）から生産された種子により現在の個体群が作

られたのか、ある程度の数の種子親がいて現在の個体群が作られたのか、といったこ

とを理解することで種子源として妥当なシュンラン個体群のサイズを検討できる。 

また、シュンランは日本各地に分布しているが（日本の野生植物１．2015．平凡社）、

近年の減少が各地で起こっている。多くの植物で遺伝的地域性が知られており、本研

究の対象地において将来的にシュンランが絶えてしまった場合、外部からの移植する

ことで個体群維持を検討する必要が出てくるかもしれないが、その際、本研究の対象

地におけるシュンランが遺伝的にどの範囲のシュンランに近いのかを知っておくこ

とで遺伝子汚染のリスク減少を検討できる。 

これらの知見を得るためのツールとして、核 DNA のマイクロサテライトマーカー

（SSRマーカー）は非常に有用なものの一つとして知られている。そこで、シュンラ
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ンの核 DNAの SSRマーカーの開発を試みた。 

 

≪材料と方法≫ 

長野県伊那市にある上牧里山（場所の詳細は後述）に定着していたシュンラン 1株

から葉を 1 枚採取して、乾燥剤（シリカゲル）入りの容器に入れ十分に乾かした。

Kurokochi et al. （2014）の方法に従い、シュンランの核 DNAから 2塩基・3塩基・6

塩基繰り返しの SSR 部位を抽出し、開発した SSR マーカーが解析に利用可能か否か

を確認した。 

 

≪結果と考察≫ 

特に繰り返し数の多い SSR 部位に特異的な DNA マーカーを 68 か所で設計し、シ

ュンラン DNA の PCR 増幅を試みたところ、22 個のマーカーで十分な増幅が確認で

きた。しかし、実際にキャピラリーシーケンサー（ABI3130xl）を用いてフラグメン

ト解析を実施してみると、全てのマーカーの PCR 産物で 3 本以上のピークが出た。

従来の SSR 解析に供試できる質のマーカー開発ができなかった。他の SSR 部位で新

たにマーカーを設計することも考えたが、予算との兼ね合いで SSR マーカー開発は

今回の研究では断念することとした。 

 

≪今後の課題≫ 

今回採用した手法で、今まで複数の樹木（Kurokochi et al. 2014, Sugiura et al. 2014, 

Kurokochi et al. 2015, Arriesgado et al. 2015）をはじめとして、真菌類（Kurokochi et al. 

2017）、魚類（Sato et al. 2014）でも解析に足る SSRマーカー開発に成功してきた。に

わかには、何故うまくいかなかったのか答えがわからなかった。 

SSRマーカー開発が成功した暁には、集団解析を行う予定でいたため、十分なサン

プルを入手済みであった。今後、核 SSRマーカーに頼らない DNAマーカーによる解

析を続けていきたいと考えている。特に、葉緑体 DNA のシーケンシング解析を通じ

て、上牧里山のシュンランが日本各地のシュンランと比較したときに遺伝的にどのよ

うな位置づけになるのかは検討しておく予定である。 

 

≪引用≫ 

KUROKOCHI, Hiroyuki, et al. Development of 16 microsatellite markers in Eusideroxylon 

zwageri by next-generation sequencing. Conservation genetics resources, 2014, 6.3: 593-

595. 

KUROKOCHI, Hiroyuki, et al. Development of 18 microsatellite markers in Pieris japonica, 

a poisonous tree insulated from the browsing pressure of herbivores, using a next-generation 

sequencer. Journal of forest research, 2015, 20.1: 244-247. 
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ARRIESGADO, Dan M., et al. Isolation and characterization of novel microsatellite markers 

for Cymodocea serrulata (Cymodoceaceae), a seagrass distributed widely in the Indo‐Pacific 

region. Plant Species Biology, 2015, 30.4: 297-299. 

SUGIURA, Nami, et al. Development of 13 polymorphic chloroplast DNA markers in Quercus 

gilva, a regionally endemic species in Japan. Conservation genetics resources, 2014, 6.4: 

961-965. 

KUROKOCHI, Hiroyuki, et al. Local-Level Genetic Diversity and Structure of Matsutake 

Mushroom (Tricholoma matsutake) Populations in Nagano Prefecture, Japan, Revealed by 

15 Microsatellite Markers. Journal of Fungi, 2017, 3.2: 23. 

SATO, Masaaki, et al. Fifteen novel microsatellite markers for two Amphiprion species 

(Amphiprion frenatus and Amphiprion perideraion) and cross-species amplification. 

Conservation genetics resources, 2014, 6.3: 685-688. 

 

３－２．「シュンランの自生地の種構成の把握に関わる取り組み」 

≪背景≫ 

本研究の研究対象地は長野県伊那市上牧里山（総面積約 25ha、図 1）で、市民団体

「上牧里山づくり」による里山の管理が行われている(http://ameblo.jp/satoyama13/)。上

牧里山内には、スギ・ヒノキ・カラマツの人工林、アカマツ・コナラの二次林、ニセ

アカシア林など様々な林相がモザイク状に分布している。このように多様な上牧里山

であるが、シュンランの自生している場所は一様ではなく局所的である。上牧里山に

おいてシュンランを将来的に維持していくためには、シュンランが好む環境を理解し

ておくことは重要な知見である。大きなシュンランの個体群がある場所はシュンラン

が繁殖しやすい場所であると推測し、それはどのような場所であるのかを樹木と土壌

微生物の種構成から明らかにすることを目指した。 
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図 1．長野県伊那市上牧里山 

（左：Googleマップから引用、右：「上牧里山づくり」から引用） 

 

≪材料と方法≫ 

10m×10mの調査区をシュンラン自生地と非自生地に 6個ずつ設置した（図 2）。 

植生調査の対象は各調査区の全ての木本植物とシュンランとした。木本植物に関し

ては、全個体の種同定と立木位置図の記録を行ったのち、胸高直径（DBH）が 5㎝以

上の全ての木本の DBH計測を行った。DBHが 5㎝未満の木本は樹高を計測した。シ

ュンランは全ての株の分布場所を立木位置図内に記録した。 

土壌微生物解析のための土壌採取は、A0 層を除去したのちに 10 ㎝×10 ㎝×10 ㎝の

土壌を、自生地ではシュンラン近傍から 1 点およびシュンランが近くにないコナラ近

傍から 1点それぞれ採取し、非自生地ではコナラ近傍から 1点およびそれ以外の離れ

た場所から 1 点それぞれ採取した（図 3）。採取した土壌から環境 DNA を抽出し、

rRNA の 16S 領域（細菌類）と ITS 領域（真菌類）のユニバーサルプライマー1 対ず

つ用いたメタゲノム解析を行った。 
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図 2．上牧里山内の調査区の設置地点 

（地図は Google マップから引用、上が北） 

（黄色で囲んである部分はシュンランの自生地に設置した調査区の地点を示す） 

（水色で囲んである部分はシュンランの非自生地に設置した調査区の地点を示す） 
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図 3．土壌の採取場所のイメージ図 

（シュンランの自生地と非自生地では土壌の採取場所の基準を変えている） 

（シュンラン自生地では必ずシュンラン近傍からの土壌を 1つは採取している） 

 

≪結果と考察≫ 

植生調査と立木位置図の結果の一部を図 4 に載せた。植生調査から、樹高 50 ㎝以

上の木本植物は 12 か所の調査区全体で、33 科 52属 67 種確認された。また、DBHが

5 ㎝以上の個体は 15 種で、調査区の胸高断面積合計（BA）は平均 49.1 ㎡/ha であっ

た（表 1）。さらに、DBH が 5 ㎝以上の個体の主成分分析からは、自生地と非自生地

の間に種組成の差が見られ、自生地にはアカマツやコナラの高木が多かった（図 5）。 

土壌微生物解析の結果は、細菌類は網レベルや目レベルで自生地と非自生地との間

に差がみられた（図 6）。一方、真菌類には自生地と非自生地との間に明瞭な違いがな

かった（図 6）。 

上牧里山において、シュンランが生育しやすい環境の特徴として、以下の 2点が示

唆された。1点目、植生調査から、アカマツやコナラといった過去の薪炭林や二次林

がシュンランの生育と関わりが深そうである。2点目、土壌微生物解析から、森林の

土壌細菌類がシュンランの生育に影響する可能性がありそうである。 

以上の結果を考慮すると、「シュンランの咲く里山」を伊那市上牧で維持するには、

薪炭林や二次林の環境整備から始めるとよいのではないかと考えられた。 
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図 4．シュンラン自生地の立木位置図 

（樹高 50㎝未満の木本植物を除く） 

（右の樹種名が書いてある木は高木を示す） 

 

表 1．調査区毎の胸高直径（DBH）が 5㎝以上の木本植物分布、胸高断面積合計（BA）、

シュンラン株数 

（調査区の名前は図 4と同じ） 
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図 5．胸高直径（DBH）が 5㎝以上の個体に着目した主成分分析 

（上図：有 A~F；自生地の調査区、無 G~L；非自生地の調査区） 
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図 6．目レベルにおける細菌類と真菌類のメタゲノム解析結果（MEGAN V6.10.6 で作

図） 

 （自生地から採取した土壌；01～12、非自生地から採取した土壌；13～24） 

 （01 と 02、03と 04、05と 06・・・はそれぞれ同じ調査区内から採取した土壌） 

 （偶数番号はコナラの成木付近から採取した土壌） 

 

≪今後の課題≫ 

３－２．「シュンランの自生地の種構成の把握に関わる取り組み」で紹介した内容

の一部は、第 129 回日本森林学会大会（https://www.forestry.jp/meeting/meeting129/）で

口頭発表した（2018 年 3月）。今後、解析内容を吟味し投稿論文としてまとめる。 

 

３－３．「シュンランの自生地維持に向けた高木伐採に関する取り組み」 

≪背景≫ 

上牧里山では、先述３－２．「シュンランの自生地の種構成の把握に関わる取り組

み」の結果から、アカマツやコナラといった過去の薪炭林や二次林がシュンランの生

育と関わりが深い可能性が示唆された。現在、上牧里山のこれらの林では樹木の大径

木化が進んでいて倒木の恐れがあったり、また、マツ枯れの進行に伴い枯死木が徐々

に増えたりしている。上牧里山は人家に隣接していて大系木による被害の影響は少な

くないと考えられており、「上牧里山づくり」の重要な活動の一つにそのような大系

木の管理が含まれている。過去には、現存するアカマツ林やコナラ林がある場所では、

人が里山を利用することによって、扱いやすい、あるいは採算が取れる適当なサイズ

の木が残されていたのだが、現在は素人が簡単に手入れできるサイズを大きく超えた

木が急な斜面に分布していて、そのような木の整備には少なくない費用が掛かる点も

里山管理を困難にしている要因となっている。 

過去に期待されたような木材の価値を現在は頼りにできないのだが、薪ストーブの

普及などで木材需要や木質バイオマス需要は細々と残っている。明るい森林を好むシ

ュンランの自生地を維持するための作業の一つとして今後ありうる高木伐採を行っ
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た際に、どの程度の予算や労力が必要となるのかを知るために助成金の一部を利用し

た伐採を試みた。 

 

≪材料と方法≫ 

調査区 A~C に隣接するアカマツを主体とする林内に 20m×20m の皆伐試験区を設

けた。皆伐試験区の全ての高木伐採を業者に依頼し、伐採後の玉切り・搬出を「上牧

里山づくり」のメンバーに依頼した。また、搬出した材は薪として、「上牧里山づく

り」を通じて専門業者に売却した。伐採後の切株の年輪を計測し伐採地の林齢を把握

した。 

 

≪結果と考察≫ 

伐採後の林内の様子を図 7に載せた。皆伐試験区には計 21本の高木があり、19 本

が健全なアカマツ（DBH：20－52㎝、平均 31㎝）、1本が枯死したアカマツ（DBH：

36 ㎝）、1 本がサクラ（DBH：25 ㎝）であった。樹齢は 68－76 年生で、平均は約 72

年生であった。 

伐採にかかった費用は 162,000 円であった。13.7㎥搬出し薪として 84,500 円（6156

円/㎥）で売却された。また、搬出に用いたトラックのレンタル費用に 40,000 円かか

った。助成金がない場合、117,500 円の赤字であった。また、今回は、伐採後のロープ

ウィンチで斜面上部に引き上げる作業、薪の規格に合わせるための玉切りの作業、薪

の買い取り業者までの運搬作業は「上牧里山づくり」のメンバーのボランティアで行

われた。この部分の経費も委託した場合、さらに赤字がかさむことが予想され、高木

処理にかかる金銭面の負担は、シュンランの自生地維持の取り組みへの大きな壁であ

ることが推測される。 
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図 7．伐採後の様子 

（手前の切株部分が伐採を行った場所で、斜面上部の林床にはササが広がっていた） 

（奥の林は赤い樹皮がアカマツで、それ以外の高木は大部分をコナラが占めていた） 

 

≪今後の課題≫ 

今回、比較的伐採コストのかからない皆伐という手段を選んだが、薪という出口で

は採算が合わなかった。赤字を減らすためには、より単価の高い木材としての出口や、

採算が合う程度に伐採面積の拡大等という観点も必要になる。 

伐採にどの程度のコストがかかるのか、多くの人はよくわかっていない。地域住民

に伐採諸経費を共有し、必要であれば地域として計画的に予算を組む体制も検討して

いく必要がある。 

 

３－４．「伊那北小学校 6年 1組児童との取り組み」 

≪背景≫ 

1 年目に行った上記の３－２．「シュンランの自生地の種構成の把握に関わる取り

組み」は、私が主体となって計画し、部分的に伊那北小学校 5年生（当時）に手伝っ

てもらうという形で研究を実施した。その結果として、アカマツやコナラといった過

去の薪炭林や二次林がシュンランの生育と関連する可能性、森林の土壌細菌類がシュ

ンランの生育に影響する可能性が見えてきた。 

2年目に入り、伊那北小学校 6年 1組（当時）の児童らが、これらの結果を受け疑

問を抱き、シュンランの繁殖生態の解明と高木樹種管理による林内環境改善策の検討

に向け、新たな仮説を立て、その検証に取り組んでみることとなった。具体的な研究
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テーマは、以下の 5点である。 

・シュンランが好む環境を目指した里山管理の実践 

・上牧里山にある腐葉土の有効利用の可能性 

・地権者ごとに異なる里山の利用実態とシュンランの分布の関連について 

・上牧里山のシュンランの積極的保全に向けた移植方法の検討 

・上牧里山におけるシュンランの開花個体および結実個体の分布実態 

 

≪材料と方法≫および≪結果と考察≫ 

6 年 1 組の児童 36 名が、上記の 5 つの研究テーマの内、興味のあるテーマに分か

れて活動を行った。基本的には、自分のテーマに即して活動するのだが、シュンラン

の開花個体の探索、植栽実験などのマンパワーが必要な作業は研究テーマの枠を超え

て、全員で取り組んだ。 

「シュンランが好む環境を目指した里山管理の実践」を担当したグループでは、上

牧里山では、アカマツ林やコナラ林は過去には薪や炭、落葉落枝をとる林として、人

による積極的な利用があったという事実を踏まえて、シュンランは人が積極的に資源

利用していた林を好む植物なのかもしれないと考えた。その上で、現在ではそのよう

な資源の利用がほとんど行われておらず、上牧里山の林内には厚い落葉落枝が積もっ

てしまっているために、シュンランの生息しやすい環境が整っていないと考え、シュ

ンランの生育に適した環境を維持するには、以前のように厚く積もった落葉落枝を林

内から取り除くという里山の管理方法は実践していかなくてはならない手段かもし

れないと考えた。そこで、このグループでは、実際に林内整備として落葉落枝の除去

と柴狩り作業を実践し、その作業がどれだけ労力がかかるのかを調べた。2017 年 6月

に上牧公民館上の 10m×10m の調査枠の整備を行った。調査枠内の除去には児童 6 人

で約 40 分間かかった（図 8）。柴刈りを実施した調査枠内は 10月になっても下層植

生が無いままであった（図 9）。この作業を続けていくには労力も時間も非常にかか

ることが分かり、昔の人たちの苦労が理解できた。作業後は調査枠の様子が随分変化

した（図 8）。残念ながらその後のシュンランが増えたかどうかという調査まではで

きず、長期的な見通しを持って調査していくことの必要性を感じた。 
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図 8．左が作業風景、右が作業後の調査枠の中の状況（2017 年 6月撮影） 

 

 

図 9．左が作業をした調査枠、右が作業をしていない林内の状況（2017年 10月撮影） 

 

「上牧里山にある腐葉土の有効利用の可能性」を担当したグループでは、昔の里山

と今の里山の活用方法の違いの一つとして、里山の落葉落枝が活用されていたかどう

かに着目した。そして、この差が現在の里山の厚い腐植層につながっていて、シュン

ランが個体群を大きくするためにはその腐植層が減る必要があると予想するのだが、

腐植層に有効な使い道があれば、腐植層は積極的に減らすことができると考えた。腐

植層とは、腐葉土であることに着目した。腐葉土は野菜作りによく使われるので、上

牧里山の腐葉土が野菜作りに有効かを検証した。5年以上化学肥料を使った農作物栽

培の行われていない休耕畑から土を採取し、24個のプランターに分けて入れた。その

半分に上牧里山の腐葉土を入れてよく混ぜた（図 10）。そのプランターに、ニンジン、

枝豆、コマツナを植え、水をやるときに半分には肥料を入れ、もう半分には水のみと

し、肥料の有無によっても生育に差があるかどうか確かめた（図 10）。各野菜の高

さ・乾重、葉の数を数え、枝豆のさやの数を数えた。ニンジンに関して、地下部（ニ

ンジン）の大きさは、地上部（葉）の大きさが大きいほうが大きく、腐食層と液肥を

使った場合が地上部（葉）の成長が最もよかった。また、腐食層のみでも何も入れな
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いよりもは、ニンジンの生長は良好であった（図 11）。枝豆に関して、植物体（地上

部＋地下部）が大きいほど豆の数が多い傾向があり、植物体の成長に腐植層はプラス

の影響を与えていなかった（図 12）。コマツナは収穫の時期が悪く、結果が取れなか

った。ニンジンと枝豆で土と腐葉土の関わりに差があり、上牧里山の腐植層で生育が

促進される野菜もあれば、特に効果がない野菜もあることが推測された。 

 

 

図 10．左上はプランターに処理の異なる土を入れ種をまく準備をしているところ、右

上は種をまき終わったプランター（2017年 7 月撮影）、下の 3枚は左からニンジン、枝

豆、コマツナの生育状況（2017年 9月撮影） 

 

 

図 11．ニンジンの生長結果 
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図 12．枝豆の生長 

 

「地権者ごとに異なる里山の利用実態とシュンランの分布の関連について」を担当

したグループでは、上牧里山にはシュンランが分布しやすいアカマツ林やコナラ林以

外にもスギやヒノキの人工林があり、地権者の里山との関わり方の違いを反映してい

ると考えた。現在、シュンランが見られる林の地権者と、シュンランが見られない林

の地権者にアンケートを実施し、特に、シュンランが生息できる林を作るために必要

な人間活動について明らかにすることを目的とした。急なお願いだったため、シュン

ランが分布する林の地権者 A さんと、分布しない林の地権者 B さんにしか聞き取り

ができなかったが、Aさんの方が積極的に里山に出入りしていたことがうかがわれた

（表 2）。2人だけの地権者へのアンケート結果しかないが、回答は大きく異なってい

て、回答者を増やすことでより目的に合ったデータが蓄積できると感じた。 

 

 

 

表 2．地権者へのアンケート結果 
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「上牧里山のシュンランの積極的保全に向けた移植方法の検討」を担当したグルー

プでは、シュンランは山野草として人気があるため、過去には盗掘の被害があったと

いう事例を知り、また、全国的に人の手が入らなくなった里山の増加に伴いシュンラ

ンが減少している場所もあるという現状も知り、将来的に上牧里山でも今後シュンラ

ンが生育しやすい環境が減少するかもしれないと考えた。そこで、万が一に備えてシ

ュンランを積極的に移植することで保全する術も確立しておくことが重要だと考え

た。1年目の研究で、シュンランの分布の有無に伴い、土壌微生物の種組成に差があ

ったことに着目し、シュンランの自生地（炭焼き小屋）の土と非自生地（小学校近く）

の土を用いた植栽実験を行い、シュンランの移植に適した土壌を検討した。具体的に

は、4種類の土（土①：炭焼き小屋からの生土、土②：炭焼き小屋からの生土を滅菌

したもの、土③：小学校近くからの生土、土④：小学校近くからの生土を滅菌したも

の）を準備し（図 13）、山どりしたシュンランをよく洗ったのちに、生重を計測して

から移植した（図 14）。各シュンランから 5 枚の葉を選び、1 か月ごとに葉の長さを

測り記録した（図 15）。 

葉の長さに関して、いくつかの葉は移植後に先端が枯れ長さが短くなる傾向があっ

たが、成長のばらつきが大きかった（図 16）。また、土④が全体的に葉の成長がよく、

土①は後半の成長がよくなっていた（図 16）。シュンランの重さに関して、今回の観

察期間内では、どの土に移植してもシュンランは生き残った。土②や土③に移植した

シュンランは、植栽前よりも重さが軽くなっているものが多かった（図 17）。また、

土①に移植したシュンランは、最初のサイズが小さいものはよく成長したが、大きい

ものは成長が悪くなる傾向があった（図 17）。土の状態による差はありそうであった

が、どの土がシュンランの移植に最適であるのか、1年の期間では判断がつかなかっ

た。 

 

図 13．里山からの土壌採取風景（2017年 6月撮影） 
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図 14．異なる処理をした 4種類の土へのシュンランの移植の様子（2017 年 6月撮影） 

 

 

図 15．シュンランの葉の計測の風景（2017 年 6月撮影） 
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図 16．シュンランの葉の長さの変化 

 

 

図 17．シュンランの重さの変化 
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「上牧里山におけるシュンランの開花個体および結実個体の分布実態」を担当した

グループでは、シュンランが自然界では種子で増えることに着目し、上牧里山でシュ

ンラン個体群が拡大するためにはシュンランが花を咲かせ、種を実らせる必要がある

と考えられるが、実際にどの程度結実するのかを理解する必要があると考えた。そこ

で、上牧里山内で比較的多くのシュンランが生えている、公民館上と炭焼き小屋周辺

にターゲットを絞り、4 月から毎週上牧里山に通い、シュンランの株に目印を置き、

花の有無を記録した（図 18、図 19）。5月からは結実が始まったシュンランにも目印

を付けた（図 20）。 

その結果、シュンランの開花結実は上牧里山の国民間上でも炭焼き小屋周辺でも確

認されたが、場所により開花するシュンランの割合が異なっていた（表 3）。シュンラ

ンは開花しても、結実し種子を付けられるのは 1～4％だけしかないことが分かった

（表 3）。これらの結果を考慮すると、上牧里山において自然状態でもシュンランの結

実は怒っているので新しいシュンランが定着する可能性はありそうだが、結実割合が

著しく低いことからも現状ではその可能性は低いのかもしれないと推察される。 

 

 

図 18．シュンランの株ごとに杭を打って目印を立てた 
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図 19．開花の始まったシュンラン（2017 年 4月撮影） 

 

 

図 20．シュンランの結実と目印 

 

表 3．シュンランの開花個体数と結実個体数 

 

 

≪今後の課題≫ 

5つの研究課題について、実測することでデータが蓄積できた。小学生らもこの成

果を年度末の発表会で保護者らに発信していた。その中で、どのグループの子供たち
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も自分たちが集めたデータの十分なところ、不十分なところを考え、不十分なところ

のデータを取る必要性を認識し、将来的にその部分を次の学年や他の研究者に引き継

いでほしいと発表会で伝えていた。思った以上の成果だと感じている。 

研究成果を段階的に残していくことは科学にとって重要と考えているので、何かし

らの形で今回得られたデータをまとめたい。特に、足りない部分に関しては追試験を

計画したい。 

 

４．二年間の総括 

研究を開始してみると、今までの個人が主体となった研究では味わえない多くのこ

とに直面した。1 年目は、伊那北小学校の 5年生には総合学習の時間を使って研究協

力をしてもらったが、担任も含め児童も初めての取り組みだったので、何をするにも

手探り状態であった。今までなら特段意識もせずに行っていた、調査枠の設置、種同

定、シュンランの個体数調査など、小学生や地域住民を含めることでもう一度、私自

身の知識の整理をする時間を持つことができた。また、個人研究ではなかなか味わっ

たことのない、マンパワーを実感したことも大きな収穫だった。1 年目のデータは、

2018年の森林学会で発表でき、今後学術論文としてもまとまりそうなので、私自身の

研究の幅が広がり感謝の気持ちでいっぱいだった。2 年目は、1 年目の結果から生じ

たシュンランと里山に関する疑問に対して、5つの仮説を立て、それぞれ班に分かれ

て検証してもらった。当初、伊那北小学校児童と上牧里山づくりメンバーだけで進め

ようと思っていたが、伊那北小学校の近くにある信州大学の学生さんにもサポートを

依頼することができた。基礎を学んでいる大学生が自分自身の研究があるにもかかわ

らず、空いた時間に知恵や能力を分けてくれることには大変感謝するとともに、やは

り、大学生は里山管理や科学を次につないでいくために活躍しうる筆頭の一つである

と強く認識できた。大変申し訳ないことに、今回の研究プロジェクトに対して、大学

生には後付けのような形で参加してもらってしまったが、今後は立案者の一人として

計画を組み立てることも重要ではないのかと考えさせられた。 

「上牧里山づくり」メンバーには、毎年の年次総会に呼んでいただき、その際に、

私のような若輩の研究テーマに対して献身的に耳を傾け協力していただいた上、これ

も面白いぞ、あれも面白いぞと、里山管理の醍醐味を余すことなく教えていただき、

将来の活動テーマになりそうなものを数多く教えてもらった。また、できることは自

分たちでやろうと、専門業者に委託すれば楽な重労働にも、果敢に取り組む姿を実際

に目の当たりにし、効率化が全てではなく、協働して里山管理をする際には、想いや

情熱といったうまく数値化できない部分も切り捨てられない重要なファクターであ

ることが認識できた。科学はある面で機械的であるが、林学を学ぶ身として、いかに

研究で得られた知見を社会に還元できるかということは常に優先順位の上位に置い

ておきたいと思っている。里山を含む森林をフィールドに研究していると、得られる
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結果には、かっちりと一つに決まるものもあれば、ある程度の幅をもって許容される

ものもある。実学としての里山研究をする際には、後者の成果に対して自然科学的な

機械的な手法に頼らず、そこに生活する住民の声を反映させられるような要素を排除

してはならないということを強く学んだ。 

 

５．今後の展開 

私が好きな里山は、シュンランが普通に生育できるような人が比較的頻繁に関わっ

ている林なのだと思う。単に林業経営を成り立たせようとするのではなく、毎年、何

かしらの産物を人間に与える、人とのつながりが維持される里山が残ってほしいと思

っている。そのような価値を里山に創出できるような基礎研究を今後も続けたいと思

う。 

現在、里山の管理に尽力している世代は、過去に里山を利用した経験を持つ方が多

い。美化されていることも多々あるが、昔の利用されていた里山の風景が原体験とし

てあり、人が入れる里山のイメージを持って作業している。しかし、そのような里山

は管理の対象であるという原体験は次代を担う世代は持ちにくくなっている。作られ

た森林、森林で遊ぶという体験の機会は減っていないが、実際に、森林・里山が身近

な人の手で管理して維持されているという原体験が消えて行ってしまうかもしれな

い。そのような原体験を押し付けるではなく、しかし、体験できるようなシステムの

構築に参加できればと思っている。まずは、今回の研究で繋がりを持てた小学校や住

民団体とその可能性を模索し、発信する術の検討を基礎研究に合わせて続けていきた

い。 


